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クラブテーマ【 地域と共にロータリーの輪を広げよう 】
２０１８年 ３月 ５日 №2973,74 – 60 – 32,33

本日のプログラム

ゲスト紹介

【例 会】

2017～18年度 岐阜東濃Ｇガバナー補佐

18:00～18:32

会場：パルティール プラス
司会 中津川CRC 丹羽大祐幹事

１．開会点鐘

中津川センターRC

古川和博会長

２．国家斉唱並びにソング「奉仕の理想」斉唱
３．ゲスト紹介

古川和博会長

４．会長の時間

中津川RC 林 彰会長
中津川ｾﾝﾀｰRC 古川会長

さとう

はちろう

佐藤 八郎君（多治見西ＲＣ）
生年月日 昭和 15 年 9 月 21 日
事業所
佐藤機械工業所 代表社員
職業分類 機械製作
ロータリー歴 1986 年 7 月 4 日 多治見西 RC 入会
2006 年～07 年度 会長
2014 年～15 年度 地区代表幹事

５．会長エレクトの挨拶 中津川RC 田口義也エレクト
中津川ｾﾝﾀｰRC 浅井達雄ｴﾚｸﾄ
６．次期ガバナー補佐挨拶 水野五郎次期ガバナー補佐
７．委員会報告・出席報告
８．ニコボックス／スマイルボックス発表
９．卓話

佐藤八郎ガバナー補佐

10．閉会点鐘

中津川ｾﾝﾀｰ RC

古川和博会長

2018～19 年度 岐阜東濃Ｇガバナー補佐
みずの

ごろう

水野 五郎君（多治見リバーサイドＲＣ）
生年月日 昭和 27 年 10 月 20 日
事業所
（株）小名田カンパニー
職業分類 陶器販売
ロータリー歴 1994 年 1 月 11 日
多治見リバーサイド RC 入会
2015 年～16 年度 会長

【懇親会】
18:45～20:30

会場：パルティール AI

司会 中津川ｾﾝﾀｰRC 佐藤貴之君、平井和美君
１．開宴挨拶

中津川ｾﾝﾀｰRC

２．両クラブ新会員紹介

垂見孝也常任委員長

中津川ｾﾝﾀｰRC 丹羽大祐幹事
中津川RC 後藤大作幹事

３．乾杯発声

中津川RC 鶴田 温副会長

◎３月１０日（土）
、１１日（日）
会長エレクト研修セミナー（PETS）
◎３月１５日（木）６０周年実行委員会委員長会議
商工会議所３F 13：35～
◎３月２５日（日） 中津川 RC 同好会・親睦ゴルフコンペ
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部
◎４月２２日（日） 中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ

４．歓談
５．ソング 「手に手つないで」
６．閉宴挨拶

行事予定

中津川ｾﾝﾀｰ RC 棚橋洋一副会長

ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部（ホスト：中津川 CRC）
◎６月１２日（火）中津川四クラブ会長幹事懇談会 18：00～
（ホスト：中津川 CRC）

会長の時間

～２月２２日～の記録

林 彰会長

「がんと戦う」
～名大病院の先端医療～
鶴舞公園の桜、冷たい風に吹かれ青空仰ぎ春を待つ、ま
だまだ小さな蕾です。2 月 23 日の午後、私は JR 鶴舞駅か
らその蕾の桜木に囲まれるテニスコートを見ながら名古屋
」
大学医学部付属病院へ向かいました。同大学の病院支援事
業に参加したことから、がんと戦う最前線の病院長の石黒
直樹さんを訪ねました。
今年 1 月に、新しい建屋と最先端の設備機能を揃えて、
同大学中央診療棟が開院したばかりです。がん診療の最前
線では、今まで以上に高度かつ急性期に特化した医療を可
能にし、新しい取り組みを目指しています。腹腔鏡下手術
の「ダヴィンチ」は、ロボット支援手術として、おなかを
切開せずに、おなかの壁に小さな穴を数カ所あけ、炭酸ガ
スで腹部を広げ、挿入したカメラの画像をテレビモニター
（平面画像）で観察しながら鉗子(先端に電気メスやハサ
ミなどがついた特殊な手術器具)を用いて手術を行うもの
です。おなかを大きく切らないため、術後の回復が良好で
あるという利点があります。
7 億円もの高価なマシン放射線治療装置は、ピンポイン
トでがんを焼きます。化学療法、内視鏡治療、手術、集中
治療とあらゆる方面からの先進治療を受けることができま
す。病院の IoT（Internet of Things）化を進めており、
今回の新棟開院にあわせ、株式会社豊田自動織機との共同
で、夜間におけるロボットによる薬品、血液製剤、検体の
搬送システムを開発し運用しています。これにより、患者
さんや面会者との安全確保と、配送する物品のセキュリテ
ィに配慮した効率的な配送を行います。
さらに、国立がん研究センターの堀田知光名誉総長から
もお話を聞きました。我国のがんリスクの 3 大要因は、タ
バコ、飲酒、感染症、食物摂取の偏りで、日々の生活習慣
関わるものです。現在、行われているがん治療は、外科治
療（手術）、放射線治療、化学療法（分子標的薬を含む抗
がん剤による治療）の 3 つです。これら三大がん治療に加
えて、手術のあと勧めるのが、近年“第 4 のがん治療”と
して注目されているのが免疫療法(免疫チェックポイント
阻害剤)による治療です。がんは、早期発見と治療の進歩
により、「死に直結する病」から「共に生きる病」へと進
化させたいと。
がんの克服は、病気をなおすことばかりでなく、たとえ
治らなくても、その人らしい充実した人生を全うするこ
と。がん体験者が生きていく上で直面する様々な課題を本
人と家族、周囲の人々や社会全体で協力して乗り越えてい
こうという考え方です。日本人のかつてからのスタンス I
am cancer (私は、がんです。) から、欧米人の I
have a cancer (私には、がんがあります。)のライフス
タイルのように、がんとの共生し暮らして欲しいと、医療
技術が進んでいることを実感しました。お二人から、安心
な地域医療への積極的な貢献と、国立大学病院の使命のお
話をいただきました。「がんと戦う」最前線にも開花の時
が来ていることに私は、大変嬉しく思いました。

出席報告
ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率

39／69

56.52％

７月度の
36／69
52.17％
お 祝 い 2/15 補正出席率
会員総数７４名、出席免除者５名
結婚記念
メーキャップ
日
杉本 潤君、鳴海伸明君、勝野安和君、齊藤 隆君
７月度のお祝
い
結婚記念
ニコボックス
日

★本日の例会は会員増強運営委員会です。勝野委員長よろしく
７月度のお祝
お願いします。山内幸子様、口からの健康は想像できませ
い 結婚記念
ん。卓話楽しみに拝聴します。

日

会長・林 彰君、副会長・鶴田 温君、幹事・後藤大作君

★結婚記念日のお花をいただきありがとうございます。林 彰君
★さちコーポレーション山内様、本日の卓話よろしくお願いし
ます。
可児 力君
★山内様の卓話楽しみに拝聴致します。本日はご講義ありがと
うございます。
吉村敏博君
★３月４日の吉例歌舞伎大会に向けて毎日練習しています。是
非ご覧下さい。山内先生卓話よろしくお願いいたします。
大堀壽延君・波多野一夫・山本 亮君

★先週は風邪のためお聞き苦しい卓話にも拘わらずご清聴いた
だきありがとうございました。山内様、今日の卓話、期待して
います。よろしくお願い致します。
土屋大二郎君
★山内さんの卓話楽しみにしています。
吉村和子君・若森まり子君

★山内幸子さんようこそ。本日の卓話楽しみにしています。
勝野安和君

★山内幸子様ようこそロータリークラブへお越し頂きました。
歓迎いたします。卓話よろしくお願いします。
田口義也君

★山内様本日の卓話をよろしくお願いします。うちは４人も世
話になりました。きれいにしていただいた歯もいまは虫歯だ
らけです。
鶴田 温君
★山内様、卓話宜しくお願いします。
齊藤 隆君
本日のご申告 ３１．５ポイント（累計 950.5 ポイント）

出席報告

ニコボックス発表

可児 力君

小澤賢一君

卓話者紹介

会長の時間

林 彰会長

卓話者

勝野安和君
山内幸子様
「健口は健康」と題し、人間本来の鼻呼吸で免疫力がア
ップすることを、
“あいうべ体操”をしながら、わかり
やすく解説していただきました。

１２ ２月度 定例理事会

３）三重ＲＣ合同事業「野球教室＆トークショー」決算につ
いて

／国際交流委員会担当

開催日時：平成２９年１２月２日(土)
場所：夜明け前スタジアム・東美濃ふれあいセンター歌舞伎
ホール
参加人数：野球教室 300 名（メンバー27 名）
トークショー150 名（メンバー14 名）
☆承認
４）健康診断決算
／職業奉仕委員会担当
2018 年 2 月 22 日(木) 中津川商工会議所 ２階
２月８日（木）「例会場」にて
小会議室にて 13：35～
例会出席者 ３４名／検査受診者 ２７名
出席者：林・波多野・鶴田・塚田・田口・可児・安藤・佐藤・
前野・桂川・志津・後藤・三宅
☆承認

会長挨拶
議題

１） ３月・４月の例会プログラムについて
／例会運営委員会
３月 １日→４日(日)東濃歌舞伎に移動
／地域活動委員会担当

５）2018～2019 年 第６１期「役員理事指名委員会」及び
「正副委員長及び委員の配属」等について
☆承認

「東美濃ふれあいセンター会議室」にて 12:30 点鐘
８日→５日（月）に移動

／親睦委員会担当

中津川 RC・中津川センターRC 合同例会
「パルティールＡＩ」18:00～
ホスト：中津川センターＲＣ
１５日＝普通例会 会員卓話 服部愛弘君
／職業奉仕委員会担当
２２日＝普通例会 会員卓話 岡山 金平ＰＰ
／情報・研修委員会担当
２９日→１日(日) 六斎市に移動
本町六斎市本部にて 9：00 点鐘
４月 ５日＝普通例会

卓話
／６０周年実行委員会担当

恵那特別支援学校 校長 安田昭夫様
「特別支援学校の現況」
１２日＝６０周年記念式典
／６０周年実行委員会担当
場所：パルティールプラス・ＡＩ
１９日＝普通例会 クラブフォーラム
「地区協議会報告」／田口エレクト担当
２６日＝特別休会
☆承認
２）３月・４月度定例理事会について ・・・・幹事
３月２２日(木)例会終了後 ２F 小会議室
４月１９日(木)例会終了後 ２F 小会議室
☆承認
３）三重ＲＣ合同事業「野球教室＆トークショー」決算に
ついて

長
：
会
長
林
彰
司
会
：
確認事項 幹
１） ６０周年青少年育成事業の報告
事
２）６０周年記念式典の報告
後
３）商工会議所施設使用料について
藤
４）創立６０周年記念祝賀会会員登録料について
大
作
報告事項 日程の確認
／幹事
・
「２月６日台湾地震災害見舞金について」
紙上理事会―台湾花蓮地震への見舞金について－の報
告
・第３回ＩＤＭ ２月２２日（木）１８：３０～ 勝宗
ロ ー タリーレ ー トの お知 ら せ
・中津川四クラブゴルフコンペ（ﾎｽﾄ：中津川
RC）
2018
年
3
月は
１㌦＝108
円になります。（2
月は
110 円）
２月２５日(日)ﾕｰｸﾞﾘｰﾝ中津川倶楽部
・会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ研修）３月１０
日（土）
・中津川ＲＣ同好会ゴルフ・コンペ

クラブテーマ【 地域と共にロータリーの輪を広げよう 】
～３月４日～の記録

今後の例会予定
３月１５日＝普通例会

会員卓話

服部 愛弘君
／職業奉仕委員会担当
２２日＝普通例会
会員卓話
岡山 金平君
／情報・研修委員会担当
※３月度定例理事会 13：35～
２９日→４月１日(日) 六斎市に移動 本町六斎市本部
にて 9：00 点鐘

４月 ５日＝普通例会 卓話
／６０周年実行委員会担当
１２日＝６０周年記念式典
／６０周年実行委員会担当
場所：パルティールプラス・AI
１９日＝普通例会 クラブフォーラム「地区協議会報告」
／田口エレクト担当
※４月度定例理事会 13：35～
２６日＝特別休会

東濃歌舞伎鑑賞例会

出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
2／22補正出席率

17／69
69／69

24.63％
100.0%

７月度の
会員総数７４名、出席免除者５名
お 祝 い
結婚記念
メーキャップ
日
郷原基幸君、小倉忠雄君、丸山充信君、立木亮治君(中津川ｾﾝﾀｰ RC）
７月度のお祝
加藤守孝君（多治見ロータリークラブ）于
咏君（名古屋中ＲＣ）
い 結婚記念
薛 暁飛 様（米山記念奨学生）
ゲスト
日
７月度
のお祝
い 結
婚記念
日
林会長の代行として鶴田副会長挨拶

兼山丈晴歌舞伎保存会会長へ
協賛金贈呈

事務局の今井さんは影アナ
としてナレーションを担当

大堀 PP のお孫さん（細江萌衣さん）は青砥稿花紅彩画に出演

波多野一夫君（仮名手本忠臣蔵出演）

山本 亮君（恋飛脚大和往来出演）

中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ成績
２月２５日(日) ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部にて
ﾎｽﾄ：中津川ＲＣ
団体戦 優 勝
準優勝
３ 位
４ 位

中津川ライオンズクラブ
中津川ロータリークラブ
中津川センターロータリークラブ
中津川青年会議所

個人戦

丸山輝城君

中津川 RC 参加者

丸山輝城君、小川剛弘君、吉村敏博君、桂川邦俊君
前田雅生君、麦島寛也君、佐藤好哉君、坂巻裕史君、
杉本 潤君、田口義也君、林 彰君、後藤大作君
酒井康孝君

